
【報告　1－2】

　　　　　2019年度（令和元年度）　事業報告書

事業名 事業内容 実施場所 従事者名 受益者人数
事業費金額
（単位：千円）

5/4 （金） 10:00～15:00 まちづくり推進 「抱きしめて笑湖ハイヅカ」イベント　（共催）
三次市
ハイヅカ湖畔の森

住吉、宮崎、前川、中山、丸
山、先川、中曽、谷川、澤
口、清覚、宮本

300名 0

5/12 （日） 13:00～17:30 社会教育 純国産メンマサミット（幹事　構成団体） 広島ガーデンパレス
住吉、宮崎、前川、
谷川、、水戸、丸山

100名 0

5/12～
15

（水）
～
（日）

まちづくり推進 北海道＆岩手の会員へ表敬訪問と情報交換
北海道
岩手県雫石町

住吉 6名 190

6/20 （木） 15:00～16:00 社会教育
「地域資源を活かした取り組みと観光資源へのアプローチ」～幻の
地鶏「土佐ジロー」で、限界集落での産業基盤の確率と、次世代へ
繋げる楽しいむらづくりに奮闘～　（セミナー出席）

島根県邑智郡美郷町粕淵
168
美郷町役場内

住吉、宮崎 30名 0

6/29 （土） 13:00～15:00 環境保全 里山の潜在資源（産品）活用 「シイタケ菌植え付け」研修
安芸高田市甲田町上小原
2335
【池ノ内　翠月荘】

住吉、宮崎、前川、谷
川、丸山、西山

7名 22

7/7 （土） 11:00～17:00 社会教育 七夕　イベント（共催）
広島市安佐北区小河原町
185－2

住吉、前川、藤村、澤
口、丸山、佐野

30名 18

7/7 （土） 11:00～14:00 社会教育 第1回　　五感を育む　薪割り体験！
広島市安佐北区小河原町
185

住吉、前川、藤村、澤
口、丸山、佐野

25名 50

7/15 （月） 9：00～15:00 環境保全 第1回　　里山バイオマス＆薪割り 安芸高田市甲田町 住吉 3名 30

7/27 （土） 13:00～14:00 社会教育 2019年度　第1回　　里山環境づくり　前川ゼミ
三次市三良坂町灰塚
18－3

住吉、宮崎、前川、
澤口、丸山、佐野、
中山

12名 0

7/30 （火） 10:00～15:30 環境保全 里山バイオマス利用活動研修会 安芸高田市甲田町
住吉、宮崎、前川、
丸山、谷川

20名 37

8/3 （土） 13:00～17:00 社会教育 夏休み！薪割り体験と木工教室 安芸高田市甲田町高田原 住吉、宮崎 20名 70

実施年月日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　NPO法人　百華倶楽部



事業名 事業内容 実施場所 従事者名 受益者人数
事業費金額
（単位：千円）

8/10 （土） 9：00～12:00 社会教育 第2回　五感を育む　薪割り体験 安芸高田市甲田町小原 住吉、宮崎、丸山 25名 58

8/27 （火） 15:00～17:00 まちづくり推進
第1回里山環境づくり座談会
「やさしい里山と人に会いたい会」

プラットハウス
安芸高田市甲田町下小原
300－2　吉田口駅

住吉、宮崎、前川、丸
山、澤口、清覚

15名 70

9/1 （日） 13:00～15:45 社会教育
ひろしまの里山未来会議！！～さとやまのイマとミライを考
える～どうする？どうなる？ひろしまの里山！

co-ba HIROSHIMA
中区元町12－15　あなぶき
広島紙屋町ビル7F)

住吉、丸山、佐野 30名 0

9/6 （金） 13:00～16:00 環境保全
里山バイオマス利用促進活動
「農業用ハウス加温システムの調査同行」

沖田農園　（安芸高田市甲田
町下小原祇園迫）

住吉、宮崎、前川、丸
山、谷川

7名 0

9/13 （金） 12:00～14:30 社会教育
ミニ・ランチタイム・ミーティング　in　上下町
「足もとに有る、素材も、活用して、輝く」（共催）

府中市上下町矢多田田354
－1
JRびんご矢野駅

住吉、宮崎、前川、中
曽、里

7名 0

10/1 （火） 10:00～12:00 環境保全
里山バイオマス利用促進会議
「農業用ハウス加温システム開発」

沖田農園　（安芸高田市甲田
町下小原祇園迫）

住吉、宮崎、谷川 8名 0

10/5 （土） 　9:30～16:00 環境保全 明日から始める、そしてちょっと得する『竹林整備』
安芸高田市民文化センター
（クリスタルアージョ　小ホー
ル）

住吉、宮崎、谷川、前
川、山本、水戸夫妻、丸
山

40名 0

10/6 （日） 12:00～15:00 社会教育 ふく交歓会　in　庄原　　～”久・保・海”　ふく（福）を語る～
三軒茶屋（庄原市中本町1－
2－11）

住吉、宮崎、前川、澤
口、金子、清覚、藤村、
佐野、伊東、丸山

13名 74

10/13 （日） 10:00～15:00 まちづくり推進 第4回　おいでませ”福の里”へ
山口県阿武郡阿武町福田下
1920（藤村宅）

藤村 30名 0

11/3 （日） 10:30～13:30 まちづくり推進 2019  収穫祭
北広島町南方3991－2（宮本
良朗宅裏山）

宮本 60名 0

11/8 （金） 11:30～14:00 社会教育
ミニ適疎塾　in　上下　　「足もとに有る素材も活用して輝
く！」

棕櫚庵（広島県府中市上
下町1797）

住吉、宮崎、前川、澤
口、中曽、丸山

11名 0

2019/1
1/9・10

(土・
日）

10:00～15:30 社会教育 ひろしま木育シンポジウム　　未来につながる木育
広島産業会館　東展示館
第1展示場（広島市南区比治
山本町12-18）

住吉、宮崎、前川、丸
山、藤井

350名 95

実施年月日



事業名 事業内容 実施場所 従事者名 受益者人数
事業費金額
（単位：千円）

11/22 （金） 14:00～15:00 環境保全
里山バイオマス利用促進事業　「農業用ハウス加温システム開発」
～薪ボイラー火入れ～

沖田農園　（安芸高田市甲田
町下小原祇園迫）

住吉、宮崎、丸山、谷川 9名 0

11/23 （土） 13:00～16:00 社会教育 2019年度　第3回　　里山環境づくり　前川ゼミ 三次市三良坂町灰塚18－3 住吉、宮崎、丸山、藤井 5名 0

11/24 （日） 11:00～15:00 まちづくり推進 秋の感謝祭
広島市高陽ナフコホームセン
ター前（広島市安佐北区小河
原町185－2）

住吉、佐野 30名 0

11/30 （土） 13:00～17:00 社会教育 リレートークシンポジウム   農村に住むアドバンテージ
県立広島大学庄原キャンパ
ス　大講義室

住吉、宮崎、前川、澤
口、中曽

20名 0

12/14 （土） 10:00～17:00 環境保全
 第1回　”広葉樹”里山資源の活用講習会
「山に優しい壊れない路づくり」「近自然林の森づくり」

広島県安芸高田市甲田町上
小原2355　池ノ内

住吉、前川、丸山 20名 62

12/21 （土） 10:00～17:00 環境保全
 第2回　”広葉樹”里山資源の活用講習会
「山に優しい壊れない路づくり」「近自然林の森づくり」

広島県安芸高田市甲田町
上小原2355　池ノ内

住吉、宮崎、前川、丸
山、谷川、藤村、中曽、
水戸、藤井

30名 119

5/1～
4/30

環境保全 森林山村整備 安芸高田市 142

2020年
2/1～
4/30

環境保全 池ノ内里山会所づくり
広島県安芸高田市甲田町
上小原2355　池ノ内

600

1637

実施年月日


